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用語解説

Ⅰ）貸借対照表の用語

■資産の部
1. 現金及び預貯金
生命保険会社は保険料として集めた資金を有価証券や
貸付金等で運用していますが、保険金等の支払いにあて
る資金も必要なため、資産の一部を現金や預金として保
有しています。
2. コールローン
他の金融機関に対して行う短期間の貸付で、一時的な余
裕資金の運用手段として行っています。
3. 債券貸借取引支払保証金
現金担保付債券貸借取引（レポ取引）により担保として差
し入れた額を計上します。
4. 買入金銭債権
「有価証券」に該当しない証券等を計上します。具体的には、
コマーシャル・ペーパー（CP）や住宅抵当証書、商品投資受
益権証書、一般貸付債権信託受益権証書等があります。
5. 金銭の信託
生命保険会社が信託銀行に金銭を信託する勘定のこと
です。信託銀行に委託された資金の運用は、投資顧問会
社等の指図にもとづき、信託銀行がその執行と管理にあ
たります。
6. 有形固定資産
有形固定資産には、土地、建物、建設仮勘定、その他の
有形固定資産が含まれます。
7. 無形固定資産
無形固定資産とは、有形固定資産のように形はないものの、
企業が排他的に利用でき、収益をもたらす財産を指します。
8. 代理店貸
「代理店貸」は、当社が郵便局株式会社に委託している
保険金等の支払に充てるために前渡している資金です。
9. その他資産
他のいずれの科目にも属さない資産です。主なものは、債
権金額が確定しているにもかかわらずその代金の回収が
行われていないものを計上する未収金、貸付金に係る未
収利息などを計上する未収収益、供託金や土地・建物を
賃借する場合の保証金等を計上する預託金等です。
10. 繰延税金資産
税効果会計を適用した場合に、将来の会計期間におい
て回収が見込まれる税金の額を計上します。
11. 貸倒引当金
貸付金やその他の債権が相手先の破産等により回収不
能となる危険に備え、取立不能見込額を予め準備する目
的で、引当計上します。表示上は資産の控除項目として資
産の部に計上します。

■負債の部
1. 保険契約準備金
保険契約準備金は、保険業法において将来の保険金等
の支払いに備えて積み立てが義務付けられているもので、
支払備金、責任準備金、契約者配当準備金があります。
＊支払備金
支払義務が発生している保険金、返戻金その他の給
付金のうち、決算期末時点で、いまだ未払いとなってい
るものについて、その支払いのために必要な金額を積
み立てる準備金のことです。

＊責任準備金
責任準備金は、将来の保険金・年金・給付金の支払い
に備え、保険業法で積み立てが義務付けられている準
備金です。

＊契約者配当準備金
契約者配当準備金は、保険契約に対する配当を行うた
めに積み立てられた準備金です。

2. その他負債
他のいずれの科目にも属さない負債です。
＊債券貸借取引受入担保金
現金担保付債券貸借取引（レポ取引）により担保とし
て受け入れた額を計上します。

3. 価格変動準備金
株式等の価格変動の著しい資産について、その価格が将
来下落したときに生じる損失に備えることを目的に、保険
業法第115条第1項にもとづいて積み立てる金額です。

■純資産の部
1. 資本剰余金
資本剰余金とは、株主等からの出資額（又は負担額）のう
ち資本金に組み入れられなかった部分等であり、資本金と
ともに企業内に維持又は拘束されるものです。
2. 利益剰余金
利益剰余金とは、企業の経済活動の結果から生じた資本
の増加部分であり、利益を源泉としたものです。
3. その他有価証券評価差額金
生命保険会社の保有する有価証券のうち、「売買目的有
価証券」、「責任準備金対応債券」、「満期保有目的の債
券」、「子会社・関連会社株式」のいずれにも分類されない
「その他有価証券」について、時価で評価し、その評価損
益を、税効果分を除いて貸借対照表に計上します。
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Ⅱ）損益計算書の用語

■経常損益
1. 経常収益
生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発
生する収益です。生命保険会社の場合、保険料等収入、
資産運用収益、その他経常収益に区分されています。
2. 保険料等収入
契約者から払い込まれた保険料による収益で、生命保険
会社の収益の大宗をなしています。
3. 資産運用収益
資産運用による収益で、利息や配当金のほかに有価証
券売却益等も含まれます。
＊利息及び配当金等収入
資産運用収益の中心となる収益で、主なものは預貯金
利息、有価証券利息・配当金、貸付金利息です。

＊有価証券売却益
有価証券を売却した場合、売却価額が帳簿価額を上
回った場合に、その差額を計上します。

＊有価証券償還益
公社債の償還金のうち、その帳簿価額を超える金額
（金利調整差額を除く）を計上します。

4. その他経常収益
＊責任準備金戻入額
責任準備金の取崩額が積立額を上回る場合に計上し
ます。

5. 経常費用
生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発
生する費用です。生命保険会社の場合、保険金等支払
金、責任準備金等繰入額、資産運用費用、事業費、その
他経常費用に区分されています。
6. 保険金等支払金
保険金、年金、給付金、返戻金等の保険契約上の支払い
を計上します。
7. 責任準備金等繰入額
生命保険会社特有の決算手続きとして、責任準備金及
び支払備金については、毎期年度末（3月末）に、前年度
計上額を一旦全額戻入し、当年度の必要額を新たに全
額繰り入れる方法（洗い替え方式）により積み立てられま
す。損益計算書の表示は、（繰入額－戻入額）の差額で
表示されますので、繰入額が戻入額を上回る場合には、
責任準備金繰入額・支払備金繰入額として表示され、戻
入額が繰入額を上回る場合には、責任準備金戻入額・支
払備金戻入額として表示されます。
＊契約者配当金積立利息繰入額
契約者配当金の支払方法のうち、契約応当日から利息
をつけて保険会社に積み立てておく方法による契約者
配当金は、契約の消滅又は契約者の支払請求等によ

り実際の支払いが行われるまで契約者配当準備金の
中に利息をつけて留保されます。契約者配当金積立利
息繰入額は、契約者配当準備金に繰り入れる当年度
の利息による増加額を計上します。

8. 資産運用費用
資産運用収益を得るために要した費用で、有価証券売却
損、有価証券評価損、貸倒引当金繰入額等を計上します。
＊金銭の信託運用損
信託銀行へ信託した金銭の運用結果が損失となった
場合に計上します。

＊有価証券売却損
有価証券を売却した場合、売却価額が帳簿価額を下
回った場合に、その差額を計上します。

＊有価証券評価損
減損処理により有価証券を時価評価した際の評価差
損を計上します。

9. 事業費
新契約の募集及び保有契約の維持保全や保険金等の
支払いに必要な経費を計上します。一般事業会社の販
売費及び一般管理費に類似します。
10. その他経常費用
主に、税金、減価償却費等を計上します。ただし、税金、減
価償却費のうち、資産運用に係わるものは資産運用費用
に計上します。
11. 経常利益
生命保険事業本来の営業活動により、毎年継続的に発
生する収益（経常収益）から、発生する費用（経常費用）を
差し引いた残額が経常利益です。

■特別損益
1. 特別利益
臨時・突発的に発生する利益を計上します。
2. 特別損失
臨時・突発的に発生する損失で、生命保険会社の通常の
事業活動ではないものを計上します。

■その他
1. 契約者配当準備金繰入額
保険契約者に対する配当金の支払財源となる契約者配
当準備金への繰入額となります。
2. 法人税等調整額
税効果会計の適用に伴い生じる繰延税金資産と繰延税
金負債の差額（その他有価証券にかかるものを除く）を期
首と期末で比較し、法人税等負担が増加する場合はプラ
スで、減少する場合はマイナスで表示します。
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生命保険協会統一開示項目索引



199

⒀給付金明細表  …………………………………………  146
⒁解約返戻金明細表  ……………………………………  146
⒂減価償却費明細表  ……………………………………  147
⒃事業費明細表

＊
 …………………………………………  147

⒄税金明細表  ……………………………………………  148
⒅リース取引  ……………………………………………  148
⒆借入金残存期間別残高  ………………………………  148

４ 資産運用に関する指標等
⑴資産運用の概況
　（年度の資産の運用概況）  ……………………………… 36
　（ポートフォリオの推移〈資産の構成及び資産の増減〉）

＊
 … 149

⑵運用利回り
＊
 ……………………………………………  150

⑶主要資産の平均残高
＊
 …………………………………  150

⑷資産運用収益明細表
＊
 …………………………………  151

⑸資産運用費用明細表
＊
 …………………………………  151

⑹利息及び配当金等収入明細表
＊
 ………………………  152

⑺有価証券売却益明細表  ………………………………  152
⑻有価証券売却損明細表  ………………………………  152
⑼有価証券評価損明細表  ………………………………  152
⑽商品有価証券明細表

＊
 …………………………………  153

⑾商品有価証券売買高  …………………………………  153
⑿有価証券明細表

＊
 ………………………………………  153

⒀有価証券残存期間別残高
＊
 ……………………………  154

⒁保有公社債の期末残高利回り  ………………………  155
⒂業種別株式保有明細表

＊
 ………………………………  156

⒃貸付金明細表
＊
 …………………………………………  157

⒄貸付金残存期間別残高  ………………………………  157
⒅国内企業向け貸付金企業規模別内訳

＊
 ………………  158

⒆貸付金業種別内訳
＊
 ……………………………………  159

⒇貸付金使途別内訳
＊
 ……………………………………  160

21貸付金地域別内訳  ……………………………………  160
22貸付金担保別内訳

＊
 ……………………………………  160

23有形固定資産明細表
＊

　（有形固定資産の明細）
＊
 ………………………………  161

　（不動産残高及び賃貸用ビル保有数）
＊
 ………………  161

24固定資産等処分益明細表
＊
 ……………………………  161

25固定資産等処分損明細表
＊
 ……………………………  162

26賃貸用不動産等減価償却費明細表  …………………  162
27海外投融資の状況
　（資産別明細）

＊
 …………………………………………  162

　（地域別構成）
＊
 …………………………………………  163

　（外貨建資産の通貨別構成） …………………………  163
28海外投融資利回り

＊
 ……………………………………  164

29公共関係投融資の概況（新規引受額、貸出額）  ……  164
30各種ローン金利  ………………………………………  164
31その他の資産明細表  …………………………………  164

５ 有価証券等の時価情報（一般勘定）
　 （有価証券）  ………………………………………………  165
　 （金銭の信託）  ……………………………………………  166
　 （デリバティブ取引）  ………………………………………  172

Ⅶ 保険会社の運営
＊

１ リスク管理の体制
＊
 ………………………………………… 50

２ 法令遵守の体制
＊
 …………………………………………… 44

３ 法第百二十一条第一項第一号の確認（第三分野保険に係るも
のに限る。）の合理性及び妥当性

＊
  ………………………… 55

4 指定生命保険業務紛争解決機関が存在する場合、当該生命保
険会社が同号に定める生命保険業務に係る手続実施基本契約
を締結する措置を講ずる当該手続実施基本契約の相手方であ
る指定生命保険業務紛争解決機関の商号又は名称

 指定生命保険業務紛争解決機関が存在しない場合、当該生命
保険会社の法第百五条の二第一項第二号に定める生命保険
業務に関する苦情処理措置及び紛争解決措置の内容

＊
  … 58

5 個人データ保護について  …………………………………… 47
6 反社会的勢力との関係遮断のための基本方針  ………… 49

Ⅷ 特別勘定に関する指標等
＊

１ 特別勘定資産残高の状況
＊
 ………………………………  174

２ 個人変額保険及び個人変額年金保険特別勘定資産の運用の
経過  ………………………………………………………  174

３ 個人変額保険及び個人変額年金保険の状況
＊

⑴保有契約高  ……………………………………………  174
⑵年度末資産の内訳

＊
 ……………………………………  174

⑶運用収支状況
＊
 …………………………………………  174

⑷有価証券等の時価情報
　（有価証券）  ……………………………………………  174
　（金銭の信託）  …………………………………………  174
　（デリバティブ取引）  ……………………………………  174

Ⅸ 保険会社及びその子会社等の状況
＊

１ 保険会社及びその子会社等の概況
＊

⑴主要な事業の内容及び組織の構成
＊
 …………………  175

⑵子会社等に関する事項
＊
 ………………………………  175

　（名称）
＊
 …………………………………………………  175

　（主たる営業所又は事務所の所在地）
＊
  ………………  175

　（資本金又は出資金の額）
＊
  ……………………………  175

　（事業の内容）
＊
 …………………………………………  175

　（設立年月日）
＊
 …………………………………………  175

　（保険会社が保有する子会社等の議決権の
　 総株主又は総出資者の議決権に占める割合）

＊
  ……  175

　（保険会社の一の子会社等以外の子会社等が
　 保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は
　 総出資者の議決権に占める割合）

＊
 …………………  175

２ 保険会社及びその子会社等の主要な業務
＊

⑴直近事業年度における事業の概況
＊
 …………………  175

⑵主要な業務の状況を示す指標
＊
 ………………………  175

　（経常収益）
＊

　（経常利益又は経常損失）
＊

　（当期純利益又は当期純損失）
＊

　（包括利益）
＊

　（総資産）
＊

　（ソルベンシー・マージン比率）
＊

３ 保険会社及びその子会社等の財産の状況
＊

⑴連結貸借対照表
＊
 ………………………………………  176

⑵連結損益計算書及び連結包括利益計算書
＊
 …………  177

　（連結損益計算書）
＊

　（連結包括利益計算書）
＊

⑶連結キャッシュ・フロー計算書
＊
 …………………………  178

⑷連結株主資本等変動計算書
＊
 …………………………  179

⑸リスク管理債権の状況
＊
 ………………………………  190

　（破綻先債権）
＊

　（延滞債権）
＊

　（3カ月以上延滞債権）
＊

　（貸付条件緩和債権）
＊

⑹保険会社及びその子会社等である保険会社の保険金等の支払
能力の充実の状況（連結ソルベンシー・マージン比率）

＊
 … 190

⑺子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状
況（ソルベンシー･マージン比率）

　子会社等である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状
況（旧基準によるソルベンシー・マージン比率）

＊
  ………  191

⑻セグメント情報
＊
 …………………………………………  191

⑼連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等
変動計算書について金融商品取引法に基づき公認会計
士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨

＊
  

  　　　　　　 ……………………  該当せず（ご参考193）
⑽代表者が連結財務諸表の適正性、及び連結財務諸表作成に
係る内部監査の有効性を確認している旨  ……………  195

⑾事業年度の末日において、子会社等が将来にわたって事業活
動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又
は状況その他子会社等の経営に重要な影響を及ぼす事象が
存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等に
ついての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消
し、又は改善するための対応策の具体的内容

＊
 ………  195



かんぽ生命の現状 2012200

インターネット（ホームページ）  ....................................... 60
沿革  ............................................................................ 86
お客さま相談窓口  ....................................................... 82
「お客さまの声」を経営に活かす取組み  ....................... 56
 

会社概要  ......................................................................  4
加入限度額  ................................................................ 66
勧誘方針  .................................................................... 73
基礎利益  .................................................................... 27
逆ざや  ......................................................................... 27
教育・研修制度  ........................................................... 72
金融ADR制度  ............................................................ 58
クーリング・オフ制度  ..................................................... 71
経営の基本方針  ......................................................... 11
経営の組織  ................................................................ 87
経営理念  .................................................................... 10
契約期間中の情報提供  ............................................. 74
告知義務違反  ............................................................ 70
告知をしていただく義務  ............................................... 70
個人情報保護  ............................................................ 47
コンプライアンス（法令等の遵守）の徹底  .................... 44
 

災害時の特別な取扱い  .............................................. 12
査定審査会  ................................................................ 58
資産運用の概況  ......................................................... 36
システム開発への取組み  ............................................ 59
実質純資産額  ............................................................ 29
「指定代理請求特則」の取扱い  ................................. 65
社会貢献活動への取組み  .......................................... 18
従業員の在籍・採用状況  ............................................ 92
情報セキュリティ宣言  .................................................. 54
新規開発商品・サービスの状況  .................................. 17
ストレステストの実施 .................................................... 50
生命保険契約者保護機構  ......................................... 83
ソルベンシー・マージン比率  ......................................... 28
損益計算書  ................................................................ 98

貸借対照表  ................................................................ 96
代理店チャネル  ........................................................... 16
ディスクロージャーの充実  ............................................ 60
店舗網一覧  ................................................................ 88
トップメッセージ  ..............................................................  6
取締役及び執行役  ..................................................... 91

内部管理態勢  ............................................................ 40

 

反社会的勢力への対応  .............................................. 49
引受・支払体制の強化  ................................................ 79
プライバシーポリシー  ................................................... 47
法人向け商品  ............................................................. 81
保険金のお支払い ...................................................... 76
保険種類一覧  ............................................................ 62

郵便局ネットワーク  ........................................................  2

ラジオ体操の普及推進  ............................................... 18
利益相反管理  ............................................................ 46
リスク管理体制  ........................................................... 50

あ

か

さ

た

な

は

や

五十音順索引

ら



かんぽ生命の現状2012　　　　　　　 平成24年7月発行

　　　　　　　　　　広報部
〒100-8798　東京都千代田区霞が関一丁目3番2号
TEL  03-3504-4411（代表）
URL  http://www.jp-life.japanpost.jp/



2012
2011年（平成23年）4月1日～2012年（平成24年）3月31日

２
０
１
２

持ち出しはご遠慮ください。

（備え置き期限：平成25年7月末まで）

閲覧用




